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会長 小田忠文 
 今年６月、リオデジャネイロ（ブラジル）で「国

連持続可能な開発会議（リオ＋20）」が開かれま

した。アメリカのオバマ大統領が大統領選を理由

に早々に不参加を表明、イギリスのキャメロン首

相、ドイツのメルケル首相、そして日本の野田首

相も不参加を表明し、主要国の首脳を欠いての開

催となりました。その中でウルグアイのムヒカ大

統領の演説がいま脚光を浴びているのでその要約

を紹介します。 

 市場経済万能のという社会、グローバリゼーシ

ョンという名の過酷な競争が支配する経済の中で、

連帯や共存共栄、人類愛といった話ができるでし

ょうか。これはこの会議の意義を否定するために

言っているのではありません。むしろ逆です。我々

が直面している大問題は環境の危機ではなく政治

の危機だからです。▲人類が作った市場の力が今

日、人類を支配し、暴走し制御不能に陥っていま

す。私たちは発展するために生まれてきたのでは

ありません。幸せになるために生まれてきたので

す。人の命は短く、あっと言う間です。生命より

価値のあるものなど存在しません。▲ところが消

費が価値を持ち社会の原動力になっています。消

費が止まれば経済は停滞し、皆の前に不況という

魔物が現れるのです。しかしこの「超」消費社会

こそこの星を破壊している張本人なのです。▲こ

の「超」消費社会では 10 万時間持つ電球を作れ

るのに電球は 1000 時間しか持ちません。使い捨

て社会を存続させていくために長持ちする電球は

市場が消し去る。このようにして我々は悪循環に

陥っています。これは政治の問題です。政治は社

会の別のあり方、別の価値観に目覚めるべき時で

はないでしょうか。▲石器時代に戻れといってい

るのではありません。しかし、今のように市場に

支配され続けることはできません。私たちが市場

を支配する側にならなければならないのです。▲

私のメッセージは単純です。発展は幸福を犠牲に

してはならないのです。発展は人間の幸福、生命

への愛、人間関係、子供へのケア、友達を持つこ

と、最低限のニーズの充足、といったことに貢献

すべきなのです。なぜなら、幸福こそが最も大切

な宝物だからです。環境のために戦う際には、環

境の重要な一部として幸福があることを、忘れて

はなりません。 

 この演説は昨年 11 月来日したブータンのワン

チュク国王が提唱した「国民全体の幸福度 GNH」

に通じる内容です。日本も江戸時代はその理想に

近かったように思います。▲人々は足ることを知

り、決して豊かではないのにまちや村には笑顔が

あり、家に鍵をかけるという発想はなく人々は「お

天道様が見ているから」「ご先祖様に申し訳ない」

といった道徳観をもっていました。▲太平洋戦争

に負け米国式民主主義・資本主義が広まるにつれ、

かつて日本人が持っていた美徳がどんどん薄れて

しまいました。しかし日本人がほんとうに変わっ

てしまったとは思えません。その証拠に阪神淡路

大震災や東日本震災直後の整然とした住民の動き

に世界中の人々が驚いたのでした。▲我々日本人

はいまでも「足るを知り、助け合う精神」の DNA

を受け継いでいます。ムヒカ大統領の発言を聞き

一人ひとりが DNA に忠実な生活を心がけること

から始めてみてはどうでしょうか。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（１６） 

江坂公園と大同生命ビル 吹田市江坂町１丁目 

江坂駅周辺は土地区画整理事業で整備され、日本万国博覧会（1970年）に合わせ江坂駅ができ、

駅を中心に業務ビルや店舗・ホテル、専門学校などが集積した市の商業業務の中心地になっている。 

ユニークなのは、新御堂筋の東と西にある江坂を代表する二つの高層ビルの２階と江坂駅が陸橋

で直結していてビル内を乗降客が通行できることだ。 

西側はかってはダイエー本社のあったパシフィックマークス江坂ビル（旧江坂東洋ビル）とつな

がり、愛称「江坂ウエストストリート」方面に通じる。 

スケッチした東側は、アトリウムに観葉植物が植えられたみどり豊かな大同生命江坂ビルの２階

につながり、ビル内を通り抜けると、緑の丘のある江坂公園に接続している。また、江坂公園と一

体になった図書館、花とみどり情報センター、江坂市民サービス、駐車場・駐輪場が配置されてい

る。公園は地域の子どもたちの遊び場はもとより周辺オフイスに働く人や専門学校の人たちの憩い

の場となっている。 
（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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第１３回 通常総会報告 

事務局 中村小夜子 

第 1部 議案審議 

1 号議案 2011 年度事業報告 

2 号議案 2011 年度収支報告    

3 号議案 2012 年度事業計画案 

4 号議案 2012 年度予算案 

5 号議案 定款の一部変更 

 

 6月 25日(土)午後 2時から勤労者会館で総会が開催されました。会員 30名が出席、会長の挨

拶のあと、1号から５号までの議案が審議され承認されました。今回は役員の改選期ではないの

で、下記の理事・監事が引き続き 2013年の総会まで務めます。 

2012年度の役員 

理事：小田忠文（会長） 

喜田久美子（副会長） 

高畠耕一郎（副会長） 

中村小夜子（事務局長） 

大野和之、小田信子 塩田敏治 

田中隆三 平  軍二 松岡要三     

監事：下村敬三、山本富雄 

  

 

・承認された 2012 年度事業計画概要 

当会が実施してきた吹田市の各種生き物（ヒメボタル・ツバメ・古木大木・野草）の調

査を踏まえた継続的な保存・保全活動を進めます。また、吹田の歴史・文化・まちなみの

継続的な観察会、市民への啓発活動など、吹田市にとっても市民活動の成果が目に見える

形で今年度も取り組んでいきます。さらに、吹田市立博物館の市民参画の展示や行事、ア

ジェンダ２１への組織的な参加、市内４大学との連携、様々な環境系の市民グループとの

協働も模索しながら活動を進めていきます。当会独自の環境楽座の開催、定期的な会報誌

の発行など、市民と共に吹田の環境改善と保全に努めます。  

 

挨拶をする小田会長 

小田理事より    喜田副会長より  議長の高畠副会長 
2011 年度事業報告  2012 年度事業計画 

平理事より     田中理事より    司会の大野理事 
当面の活動紹介   収支報告と予算案 

第 2部 講演と意見交換 

 吹田市立博物館の前館

長小山修三氏に「市民と博

物館」との演題でご講演い

ただきました。 

議案には多数の質疑があり大いに話しあいました。そ

の話しあいから 2007 年の調査結果をまとめた大木冊子

をすいた市民環境会議の会員で、希望する会員にお渡し

することが決まりました。希望者は 8 月末日までに、は

がきに住所・氏名・大木冊子希望と明記して下記まで送

付ください。次号会報に同封します。 

565-0824 吹田市山田西 1-31-B-310 平 軍二 

・生きもの委員会：大木・野草などの生きもの観

察会、吹田の希少種調査・保全活動など。 

・まちなみ委員会：吹田市内の施設見学、「あル

ック吹田」改訂作業など。 

・生活環境委員会：生活環境関連講座の開催、 

 

 アジェンダ 21 との協働事業、関大への講師派

遣など。 

・学習研修委員会：「環境楽座 2012」の開催。 

・会報委員会：会報誌「吹田の郷」発行（年 6 回） 

 ブログのタイムリーな発信。 
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環境教育フェアがはじまって 15 年、市長は岸

田さん、阪口さんについで三代目の井上さんです。 

井上市長と５月に新しく議長になった竹内議

長の挨拶などではじまりました。 

 

 小ホールでは小・中学校５校、ガールスカウト

の環境学習の発表と吹田自然観察会の「紫金山の

野鳥観察」の発表がありました。 

 すいた市民環境会議はエコクッキング、ツバメ

と「わがまち吹田の標高を示す地図」を展示。 

 エコクッキングの展示では、パネル展示の単純

さを補うため、写真などで立体的に見せる工夫を

こらして「余熱利用の調理法」、「鍋・皿の汚れふ

き取り」、「生野菜くずの乾燥後ゴミ捨て」などエ

コなクッキングの心得をアピール。 

標高を示す地図では、自分の家・地域の標高を

認識していただきました。 吹田市の最高地点は

青山台の箕面市との境界で 117.6m、JR 東海道線

以南は標高４ｍ以下、1.7m のところもあります。 

すいた環境教育フェア２０１２ 

事務局 田中隆三 

6月は環境月間。1998年から始まった「すいた環境教育フェア」、今年は 15回目。「つながろう！ 

地球に生きる私たち」のスローガンのもと、6月 16日（土）メイシアターで開催されました。梅

雨のまっただ中の開催なので、今年も雨の一日でしたが、じゅうぶん賑わっていました。 

会場案内の掲示板 

ひな段には小中学生が描いた環境ボスターのうち 
入選作品が飾られていました 
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今年の発光を初めて観察したのは 5月 4日で比

較的早かったが、その後気温が 3月下旬から 4月

上旬並みに下がり、低温が続いた影響か、全調査

区域の発光が揃うのに、初見の 4日から 18日が経

ち、例年になく日数が掛った。 

今年の発光総数は 8200余りで、昨年の発光総数

7900余を超え過去最高となった。これまで、発光

数が多い年の翌年は少なくなる傾向があり、発光

数の増減に規則性があるように思えたが、予想に

反して、昨年に引き続き増加した。また、年毎の

調査で「今夜の発光はすごい」と感じることが１

～2 度は有るが、今年は度々あったことが印象と

して残っている。 

昨年 3 月に天然記念物に指定されたことや新

聞・TVなどの報道で、緑地のヒメボタルが広く知

られるようになり、今年も見学者が多かった。ま

た、「ヒメボタルの発光は閃光で鋭く、写真写りが

よい」（撮影中のカメラマン談）と撮影する人も増

え、「場所取り」も行われ、路上駐車、タバコのポ

イ捨て、騒音など迷惑行為も増えてきた。殊に、

発光数が最も多い「千里高校」と「高町池」の間

の緑地への立ち入りが増えた。この区域は、立ち

入り易いこともあって、発光期間中「吹田ヒメボ

タルの会」がロープを張り、立ち入り制限の意思

表示をしていたが、市が、天然記念物の指定を表

示し、指定したことについて「皆様のご配慮をよ

ろしくお願いします」と書いた看板を立てたこと

もあって、ロープを張らず看板の効果を見守った

が、見学や撮影に立ち入る人達によって、ヒメボ

タルが棲息する草むらが踏み荒らされるなど、表

示の効果はあまりなかった。更に、緑地の自然を

損なう行為も目立つようになった。甲虫などは、

捕食を逃れるため、多くは夜間に行動するが、こ

の生態を利用して採集が夜間に行われている。強

力な燈火を用い、高枝に届く捕虫ネットで、クワ

ガタなどの採集が増えてきた。また、子どもの学

習や遊びによる捕獲と違って売買を目的にした採

集は、樹木の朽ちた部分を削るなど過度な採集が

行われている。調査を始めたころから、このよう

な採集を行う人に毎年出逢うので、過度な採集を

やめるようお願いしたこともあったが、緑地は立

ち入り禁止ではなく、また、昆虫などの採集も原

則自由であり、「千里緑地は便利で、安全な採集地」

としてマニアに知られたこの種の行為は、止めよ

うがないのが現状である。 

前述したごとく、緑地が抱える課題は多々ある

が、文化財保護条例に、市の責務として、「文化財

の保存と活用が適切に行われるよう必要な施策を

講じ」、市民の責務として、「市が条例の目的を達

成するために行う措置に誠実に協力しなければな

らない」と定められていることなどを踏まえ、「吹

田ヒメボタルの会」は、緑地の環境の保全を目的

に活動する他団体の協力を得てヒメボタルをその

生息地とともに次世代に残し、伝えたいと思慮し

ている。                                          

今年のヒメボタル調査を終えて 

生きもの委員 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会） 
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植物観察会『初秋の野草』ご案内 

 すいた市民環境会議では、2004年に吹田市内の野草調査を行った後、春に七草試食会・夏にウツ

ボグサ観察会などを行ってきましたが、秋の野草観察会は実施していなかった。野草は年１～3回の

草刈りに耐えて生きている植物、季節ごとに観察できる種が異なるので、この季節に見られるツリ

ガネニンジン・ワレモコウ・オガルカヤ・メガルカヤなど秋の花を求めて歩く予定です。 

開催日：2012 年 9 月 19 日(水) 集合：9:30 阪急北千里駅改札前 

解 散：12:00 頃 千里北公園付近の予定 残暑厳しい季節なので、熱中症対策を十分に 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円  持ち物：野草図鑑、あれば吹田の野草マップ  

問い合わせ：平(ひら)軍二 090-6901-1425 Ｅメール g-hira＠nifty.com 

6 月 30 日(土)雨は降らずかんかん照りでもな

く、まずまずのお天気でした。関西大学千里山キ

ャンパスで最も大木の多いコースを中心に、千里

山キャンパスにある大木 87 本の内、60 本近くを

見ることができました。 

＜関西大学には幹回りの大きな木が多い＞   

千里山キャンパスを歩くと大きな木が目につ

くが、2007 年吹田市の大木 928 本の内、関西大

学の大木が占める割合は幹周りベスト 10 の内 5

本、ベスト 20 の内 9 本となっており、大木が関

大に多いことがわかります。この理由は 1922 年

千里山学舎建設以来、次々と木が植えられたこと、   関大博物館前 9 本立ちクスノキ（幹周り 435 ㎝） 

そして大きくなった木が守られてきたことによると思われます。吹

田で大木 116 本と最も多かった万博公園は、万博が終わった翌 1971

年以降に植樹されているので、関西大学とは 50 年の差があります。

そんなことで関西大学は大木成熟期に、万博公園は大木発展期にあ

ると言えます。 

＜関西大学は大木を守っている＞    

2007 年調査が終わった翌年、関西大学ではエスカレータ設置と校

友・父母会館の建設のため大木 6 本が伐採されたことから「関西大

学は大木を大事にしていない」と冊子に書きました。しかしその後、

今日まで大木は 1 本も伐られていないこと、また移植された木も元

気にしていることを確認して、関西大学が大木を大切に守っている

と感じました。 

以文館にあった 4本立ちクスノキ(幹周り 304㎝) は右写真の通り

2007 年調査時は北側に移植されたばかりで幹に保護布が巻かれて

いたが、今は元気に葉を茂らせている。また 2007 年調査時移植し

ていたクスノキ 2 本、その翌年に移植したエノキ 1 本なども現存し

ていた。関大の大木は吹田市民にとっても宝、大木を大事にすると

いう姿勢をいつまでも持ち続けてほしいと願っている。        

                          

＜生きもの委員会ニュース＞ 

関西大学 千里山キャンパスの 大木観察会 報告 
生きもの委員会 平 軍二 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜先進事例に学ぶトラスト運動（その４）＞＞＞ 

鎌倉風致保存会 

自然の風光と豊かな文化財を後世に 日本最初のナショナルトラスト 

まちなみ委員 松岡要三 

 鎌倉はその自然と古都鎌倉の歴史環境を愛する人々によって、保養地

や別荘地として親しまれてきました。昭和 30 年代からは鎌倉にも宅地

ブームが押し寄せ、東京オリンピック開催の昭和 39（1964）年には、

鎌倉の聖域鶴岡八幡宮の背後の森「御谷（おやつ）」にも開発の手が伸び

るに至った。これを知った地元住民は宅地造成の反対運動に立ち上が

り、市在住の大佛（おさらぎ）次郎や川端康成のなどの文化人もこの運動

に賛同したために、鎌倉の景観と自然を守る全国的な波となり、財団法

人鎌倉風致保存会（理事長大佛次郎）を同年 12 月に設立して活動の輪

を広げた。そして昭和 41(1966)年に市民や企業などから集めた 900 万

円と鎌倉市からの 600万円合計 1500万円で御谷の森 1,5ha取得した。 

・大佛次郎とナショナルトラスト 

英国大使館員から紹介されたイギリスのナショナルトラストに活動

の糸口を見いだし、昭和 40(1965)年 2 月 8 日から 5 日連続で朝日新聞

学芸欄に随筆「破壊される自然」を投稿し、日本の現状を憂え、解決方

法としてイギリスのナショナルトラストを紹介した。これにより全国的

にトラスト運動が広まった。（随筆「破壊される自然」は大佛次郎随筆

全集第２巻 「石の言葉」に収録されています） 

 
・その後の鎌倉風致保存会の活動 

 果樹園や山林の買収を進め、大佛次郎茶亭の保存

活動などを進めています。1924年築の鎌倉市の重要

景観建築物に指定された「旧安保小児科院」を保存

会事務所(写真左)として借り受け、一般公開しながら

保存に協力しています。保存会事務所をはじめ、市

役所、図書館、美術館、文学館、銀行、JAなどの窓

口にも募金箱を設置して「風致保存基金」を集め、

平成 22年度は大口の寄付もあり 100,732,022円を集

めました。緑地や果樹園での「みどりのボランティ

ア」が活動の大きな柱で、年間 40 数回延べ 2000 人

以上が参加しています。また毎年、中学生 3 年生に

山の手入れや海岸清掃のボランティアを体験させて

います。このほか歴史ウォーク、緑と歴史探訪など

様々なイベントも開催、「鎌倉の世界遺産を目指す市

民の会」にも関わっています。 

・「ふるさと納税制度」と「緑地保全基金」 

 鎌倉市は昭和 61（1986）年に条例を制定し、緑地

保全を推進しています。ふるさと納税制度と合わせ

て市民に積極的に PRしています。市役所まちづくり

景観部みどり課窓口には、左の PRちらしと振込用紙

が置かれています。平成 23 年度寄付金は 6,640,703

円、条例制定以後平成 22年度までに保全基金で取得

した緑地、公園の面積は 708,524㎡とのことです。 
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生活環境委員会 

    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ   
 
 
 
 

5月 26日（土）東佐井寺公民館主催で「みどり

のカーテン」講座がありました。講師は環境会

議の生活環境委員会メンバーです。 

 毎年続いている事業ですが、参加者の顔ぶれ

は毎年ちがいます。そして公民館近くのマンシ

ョンには年々みどりのカーテンが増えている

のです。「マンションが多い吹田市で、ベラン

ダでも楽しくできるみどりのカーテンで、ヒー

トアイランド現象の低減になればいいな」と提

案してきた「みどりのカーテン」が随分浸透し

ているのを感じます。嬉しいことです。 

 私たちは植える植物としてゴーヤをおすす

めしてきました。その理由は「食材」になるこ

と。食べ物を自分で育てるのはなんともいえな

い喜びだからです。地産地消といわれますが、

究極の自産自消ということですよね。 

 東佐井寺地区公民館では、環境会議メンバー

が講師となって、例年、収穫したゴーヤを使っ

たクッキング講座を開催しています。昨年はイ

タリアンでまとめ、今年は下記のとおり中華風

メニューで開催します。おいしくて、たのしい、

きれいで、かんたん、らくちんで、からだによいゴー

ヤづくしのエコ・クッキングです。ぜひご参加くだ

さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 みどりのカーテン講座開催 

ゴーヤのエコ・クッキング（ご案内） 

日  時：８月３１日（金）１０：００～１３：００ 

場  所：東佐井寺地区公民館 調理室 

内  容：ゴーヤを使った中華風メニュー 

    （材料の都合により多少変更することもあります）     

もちもの：エプロン・三角巾（バンダナなど） 

     ふきん・手拭用タオル 

募集人数：２０人（定員になり次第〆切ります） 

費  用：５００円 

主  催：東佐井寺地区公民館 

申し込み：東佐井寺地区公民館 

          TEL ０６－６３３０－４０６３ 

 

ゴーヤのエコ・クッキング中華風 

 

ゴーヤと豚肉の中華炒め 
 

ゴーヤといちじくの 

ねりごまあえ 
 

中華スープ 
 

ゴーヤとチリメンジャコの 

梅チャーハン 

 

ゴーヤジュース 
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 １回目は、5月 23日（水）。 

 小田と喜田の授業に、平軍二さん（すいた市民

環境会議理事）と塩田敏治さん（同理事・吹田ヒ

メボタルの会会長）を招き、身近な吹田の自然環

境と市民の関係について話していただきました。 

 平さんは吹田の大木について、関大千里山キャ

ンパス内の大木が 87 本を数え、これは万博公園

に次いで多いこと、この緑が都市のヒートアイラ

ンド現象の緩和に役立っていることを話され、次

いで 2010年のツバメ調査について、営巣が 1998

年調査より 3分の 1に減っている理由を宅地化に

よる田畑の減少とカラスの増加の影響が大きい

と述べました。 

 また塩田さんはヒメボタル調査活動について

話し、ヒメボタルが市街地で細々と生き抜いてき

た経過と 1998 年からの市民による調査活動と雑

木林の育成活動について語りました。それぞれ、

身近な自然環境についての講義で、学生も興味深

そうに聞いていました。 

 

  

 

この講義を受けて、5月 30日（水）には、希望

者を募り、現地での「ヒメボタル調査・観察会」

を実施しました。この講座から参加した学生は 13

人。ほかに環境問題をテーマにした経済学部の良

永ゼミ生 5 人と、「環境と社会」の取りまとめ役

を担っておいでになる木庭教授夫妻も参加され

ました。 

 もちろん皆、ヒメボタルを見るのは初めて。い

きなりカウンターを持たされ、吹田ヒメボタルの

会の調査メンバーに編入。今年一番の発光数に驚

いていました。なによりも「吹田市という住宅地

の中に多くのヒメボタルがいることに驚いた」と

いうのが参加者全員の感想でした。支援していた

だいた吹田ヒメボタルの会の皆さま、ありがとう

ございました。 

 その後 7 月 11 日と 18 日には、「環境の世紀を

生きる市民の役割」と題した通常の授業を実施し

て、今年の「環境と社会」はおしまいになりまし

た。ただ今テストの採点におおわらわです。

 
 
 
 
 
 

今年も関大で「環境と社会」の授業 

関大の授業： 左から平さん、塩田さん、小田、喜田。 

「いたっ！」 「どこ？」「あそこ！」 「カウント数は？」「えっと・・・ 」 ヒメボタル調査・観察会 参加者のみなさん  

生活環境委員会：小田信子・喜田久美子 
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今年も関西大学で、リレー講義「環境と社会」の授業の一端をすいた市民環境会議の

メンバーが担いました。今年の受講生は３５０人でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 展示のテーマのひとつは、「電気をつかうくらし」。節電の夏。電

気を大量に使う暮らしに慣れた私たち。むかしの道具と家電の

対比で、家電の増え方が実感でき、キャラクターのスイカくん

とトマトちゃんの会話が、確かに便利になったけれどこのまま

でいいの？と問いかけてきます。また、これからの道具や提案

として、自分で作れるミニ太陽光発電装置や、３W程度でうごく

扇風機、おなじみのソーラークッカーも登場します。 

 ロビーには、「からくりおもちゃ」。電気をつ

かわずに動くおもちゃがいっぱい。また、

ごみのコーナーでは、１家庭の１回分（3日

分）のごみ量が実感でき、ごみの中身も展

示されて、ごみ減量を訴えています。 

 さらに「吹田市のみどりの移り変わり」。

1950 年代から 1990 年代までの吹田の緑の

移り変わりが大きな地図によって表現されています。これによ

って吹田から田畑と森がみどりが急速に失われていったことが

実感できます。また、ここでは新しい地図の色塗りが進行し、

来館者も塗ることができます。山田駅の開発で失われた池から

救いだされた吹田メダカの子孫も展示されています。 

 こうして、昔から今までのくらしを振り返ると、最後に、「こ

んなまちに住みたい、こんなくらしがしたい」という夢と未来

を描くコーナーがあります。展示室の大きな「未来のツリー」には、

来館者が夢みる吹田の未来像カード貼られ日々増えていきます。

眺めると元気が出る不思議なツリーです。 

 期間中のイベントは 37。講演会やフォーラム、子ども

たちや親子のあそび、工作など盛りだくさん。ソーメン流

し・ゴーヤのジュースなどの食のイベントも。この夏も、

市民の市民による市民が楽しむ、学ぶ、活動する博物館

です。ここでは充分ご紹介できないっ。この夏はクーラ

ーを消して、ぜひ、市立博物館へおこしください！ 

 

 

吹田市立博物館の夏季展示が始まっ

ています。展示もイベントも市民実行

委員の手作りですが、力と思いのこも

ったものとなっていると自負していま

す。実行委員会には環境会議からも

多く参加しています。ぜひご来館くださ

い。イベントは別添のちらしをごらんく

ださい。また博物館ブログでも日々の

楽しい活動を紹介しています。 

http://sui-haku.at.webry.info/ 

        喜田久美子（夏季展示実行委員） 

ミニ太陽光発電装置：創る＋貯める＋使う 
神奈川県の「藤野電力」という市民グループはミニ太陽

光発電装置をつくるワークショップを開いています。 
エネルギーシフトは自宅から！電力会社に頼ることな

く自分で電気が作り出せる。パネル、バッテリー、イン

バーターなどの機器を配線でつなげばでき上がり。電気

のことはちょっと苦手というかたでも、ワークショップ

参加形式で実質２~３時間ほどの作業で完成する DIY

感覚の手作りキットです。キットの値段は 4 万 2 千円

程度。今回の展示には特別にかわいい台車をつけてくれ

ました。吹田でもワークショップしたいなぁ。 
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～～ 見学会に参加して ～～ 

澤田真弓 

6 月 22 日（金）10 名で参加しました。まず、

10時から荒起理事長から、メイシアターの歴史を

お聞きしました。 

 

 

 

 

 

 

メイシアターは、1985年（昭和 60年）開館当

時、いきなり稼働率 60%を達成し、それ以降昨年

までの平均稼働率 86.6%ということです。多くの

市民ホールの３倍に近い稼働率とのお話でした。 

 そのあと館内を案内していただきました。１階

ホール吹き抜けと２階ロビーの天井を飾る新宮晋

氏の「空のイメージ」の作品は、空調の空気の流

れと水の流れのみで動いているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイシアターには大中小の三つのホールがあり、

客席数は各々1397、622、156席です。 

小ホールの柱の太さなど、デザインと思ってい

ましたが、音響効果をあげられるように設計され

ているとのことです。このように各ホールはコン

サートや芝居などホールの用途に合わせて音響に

関する配慮がなされていて、出演された方や観客

から高い評価を受けているとのことです。 

普段見ることのできない奈落も見学させていた

だきました。屋上にはソーラ―システムも完備さ

れ、主に楽屋の温水シャワーに使われているとの 

ことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホールは使用中だったので中ホールの舞台で、 

音響の説明を受けました。大ホールは演奏家からは 

シンフォニーホールに次ぐ人気だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

奈落は舞台の大道具の置き場でもある 

  

 

 

 

 

屋上のソーラーシステム 

そのほか低予算内での企画や出演交渉のご苦労

などを聞かせていただきました。今後のメイシア

ターの運営にはボランティァの参加も期待してい

るとのことです。 

 荒起理事長、芦田次長。お忙しい時間をご案内

いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市文化会館 メイシアター 見学報告 
まちなみ委員 松岡要三 

 公立の文化会館として高い稼働率と芸術性高い自主文化事業で全国からも注目されているメイシ

アターを見学しました。メイシアターを運営する公益財団法人吹田市文化振興事業団の荒起理事長か

らメイシアターの歩みを説明いただき、日頃見られないバックヤードなども見学しました。 

（写真提供 小田） 
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千里ニュータウンの計画を見て歩き 

            まちなみ委員 岡村昇二      

（千里ニュータウン 50周年記念事業実行委員会） 

千里ニュータウンのまちびらきから 50 年経った今年は、我が国初のニュータウンとして理

想をめざし、いろいろな実験をした計画都市の現状を見て歩くに良い機会です。 

 

都市計画の専門家の指導で歩く 

10 月 6 日(土) 南千里地区巡り 5.5km 

10 月 14 日(日) 千里中央地区巡り 6.5km 

10 月 20 日(土) 北千里地区巡り 6.0km 

主催：千里 NT まちびらき５０年事業実行委員会 

案内：吹田まち案内人 

（市報すいた 9 月号で募集します。参照下さい） 

今年７月に建築家・太田博一氏の千里ニュータウン開発に関係

した講義（吹田市観光講座）と実地勉強会（記念事業実行委員会）

がありましたので参加しました。それらをもとに、私なりに感じ

たこと、見たことを書きます。皆さんも千里ニュータウンを歩け

ば、色々な発見があるでしょう。 

 左の写真は南千里駅から竹見台へ向かう陸橋で撮影しました。

高層住宅と歩行者専用の幅広い陸橋、よく成長した樹木など現在

の千里ニュータウンを象徴する光景です。 

駅の近くは高層住宅、駅から少し離れると 4～５階の中層住宅、

更に離れると戸建て住宅が計画的に配置されています。 

鉄筋コンクリートの集合住宅の単調さを避けるために、建物の

形状に変化をつけられています。H 型、星型（Y 字型）、板型の横

長に伸びたもの、点状のもの（２戸×5 階）などが見られます。 

集合住宅の建物の配置は、「並行型」と「囲み型」(片仮名のコの字形)があります。「並行型」は公

団住宅の標準で、採光・通風を考慮しています。これに対して府営住宅は「囲み型」とし、中庭を囲

む近所付き合いを主眼に置いた形です。この方式の欠点は西向きの家も出来ることです。その対策と

して下の写真のように陽よけテントが付けられて特異な光景となっています。 

この他に、田園都市論、近隣住区論、ラドバーン方式、歩車分離、クルドサックなどの理論をもと

に にまちが計画されるのを学び、その実態を確認し

ました。皆さまも千里ニュータウンの現状を見て

みませんか。豊かなみどりも楽しみです。 

下記行事もあります。参加しませんか。 

H 型住宅  
板状住宅（横に長い） 

星型（Y 型）住宅 

点状住宅 



 
昨年好評だった「環境楽座」、今年も始まります。 

秋の夜、自然と環境について講師の言葉に耳を傾け、ともに語り合いましょう。ただ聞くだけでな

い、会場とのやりとりがこれまたおもしろい！ センセイと生徒の間が近い！ゼミのような楽しい講座

です。今年の会場は、阪急吹田駅すぐのメイシアター。ぜひ、ご参加を！ 別添ちらしでご友人もお

誘いください。申込みは、環境会議事務局（中村）０９０－８３７５－０６４７まで（先着３０人）。 

今年も始まる「環境楽座」 
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～～～ 見学会のご案内 ～～～ 

大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 
 

 

 

 

 

 

 

【開催日】 2012年 9月 4日(火) 

【集 合】 大阪モノレール柴原駅改札前 9時 30分集合 12時頃現地解散 

【参加費】 会員 200円  非会員 300円 

【申込先】 金指（かなさし）TEL（留守電）/ FAX：06－6310－7333 

     E-mail kanasashi@sutv.zaq.ne.jp  携帯-mail kinsan1717@k.vodafone.ne.jp  

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

国立民族学博物館 

 

 

【開催日】 2012年 10月 4日（木）予定 

【集 合】 万博公園中央入口前 9時 30分集合 12時頃現地解散 

【参加費】 420円（みんぱく観覧料）  

【申込先】 上記に同じ 

 

 

各学部に残された貴重な設備機器や、世界的発見・貢献

をなし遂げた研究者、世界をリードする理科学分野の活動、

理学部学舎建設現場から出土したマチカネワニの骨格や地

質などの展示を博物館の先生のご案内で見学します。 

 

日本が世界に誇れる素晴らしい博物館です。地域展示と通文化

展示があり、地域展示場を一周すると諸民族の文化に触れるこ

とができます。みんぱく電子ガイドの解説を聞きながら、みん

ぱくミュージアムパートナーズの案内で見学します。またビデ

オテーク体験、図書コーナなどの見学もします。 

すいた市民環境会議のリーフレットができました！ 

 

友人･知人に 

入会を勧めよう！  

リーフレットと振込用紙２セット 

同封しました。 

入会勧誘に利用下さい 

 

委員会に参加して 

共に活動しよう！ 

 

下記担当まで 

      連絡を! 

連絡先：事務局     中村小夜子  TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 

生活環境委員会 喜田久美子  TEL 090-6606-6620 

生きもの委員会 平(ひら)軍二   TEL 090-6901-1425 

まちなみ委員会 大野和之      TEL 090-5898-0743 

会報委員会   松岡要三      TEL 090-6974-1058 

学習研修委員会 高畠耕一郎    TEL 090-1131-4175 

共通メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 

  

mailto:kanasashi@sutv.zaq.ne.jp
mailto:kinsan1717@k.vodafone.ne.jp

